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番号 著者 書名 出版社 分野 備考 ﾒﾃﾞｨｱ所蔵

1 青木保 多文化世界 岩波新書 人文 ○
2 森戸幸次 中東百年紛争　パレスチナと宗教ナショナリズム 平凡社新書 人文 ○
3 根津由喜夫 世界史リブレット104　ビザンツの国家と社会 山川出版社 人文 ○
4 山本博文 日本史の一級資料 光文社新書 人文 ○
5 山口真美 赤ちゃんは世界をどう見ているのか 平凡社新書 人文 ○
6 鷲田清一 じぶん・この不思議な存在 講談社現代新書 人文 ○
7 外山滋比古 思考の整理学 ちくま文庫 人文 Ｓ ○
8 姜尚中 悩む力 集英社新書 人文 ○
9 鈴木孝夫 ことばと文化 岩波新書 人文 Ｕ ○
10 佐々木健一 美学への招待 中公新書 人文 ○
11 三宮麻由子 鳥が教えてくれた空 集英社文庫 人文 ○
12 松本仁一 アフリカ・レポート―壊れる国、生きる人々 岩波新書 人文 ○
13 羽生善治 決断力 角川oneテーマ21 人文 ○
14 佐久協 高校生が感動した「論語」 祥伝社新書 人文 ○
15 前田英樹 倫理という力 講談社現代新書 人文 ○
16 デイビッド・セイン 英語で読む世界の名言 アスコム 人文 ○
17 佐渡裕 僕はいかにして指揮者になったのか 新潮文庫 人文 ○
18 小林恭二 歌舞伎通 淡交社 人文 ○
19 髙橋秀実 「弱くても勝てます」 新潮社 人文 ○
20 Kate Elwood Takes and Mistakes ＮＨＫ出版 人文 ○
21 ＰＨＰ研究所（編） ウォルト・ディズニー　すべては夢みることから始まる ＰＨＰ文庫 人文 ○
22 水谷修 Ｂｅｙｏｎｄ――雨の向こうはいつも晴れ 日本評論社 人文 ○
23 松岡修造 応援する力 朝日新書 人文 ○
24 上橋菜穂子 明日は、いずこの空の下 講談社 人文 ○
25 夏井いつき 超辛口先生の赤ペン俳句教室 朝日出版社 人文 ○
26 小川仁志 問題解決のための哲学思考レッスン25 祥伝社新書 人文 ○
27 荒木香織 ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 講談社＋α新書 人文 ○
28 吉本ばなな おとなになるってどんなこと？ ちくまプリマー新書 人文 ○
29 平田オリザ わかりあえないことから――コミュニケーション能力とは何か 講談社現代新書 人文 ○
30 瀬川拓郎 アイヌと縄文 ちくま新書 人文 ○
31 飯尾洋一 クラシック音楽のトリセツ ＳＢ新書 人文 ○
32 伊藤智章 地図化すると世の中が見えてくる ベレ出版 人文 ○
33 皆川典久＋東京スリバチ学会 東京スリバチ地形入門 イースト新書Ｑ 人文 ○
34 水戸岡鋭治 電車をデザインする仕事―ななつ星、九州新幹線はこうして生まれた！― 新潮文庫 人文 ○
35 中野美代子 なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか？ 岩波ジュニア新書 人文 ○
36 柿崎一郎 東南アジアを学ぼう　「メコン圏」入門 ちくまプリマー新書 人文 ○
37 河添房江 唐物の文化史 岩波新書 人文 ○
38 山口雅子 絵本の記憶、子どもの気持ち 福音館書店 人文 ○
39 高妻容一 基礎から学ぶ！　メンタルトレーニング ベースボール・マガジン社 人文 ○
40 中島美鈴 悩み・不安・怒りを小さくするレッスン　「認知行動療法」入門 光文社新書 人文 ○
41 原晋 逆転のメソッド――箱根駅伝もビジネスも一緒です 祥伝社新書 人文 ○
42 平澤さえ子 給食のおばさん、ブータンへ行く！ 飛鳥新社 人文 ○
43 Colin Joyce An Englishman in N.Y. ＮＨＫ出版 人文 ○
44 上田正仁 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 ＰＨＰ文庫 人文 ○
45 五味文彦 日本の歴史を旅する 岩波新書 人文 Ｎ ○
46 宮下奈都 緑の庭で寝ころんで 実業之日本社 人文 Ｎ 配架予定有

47 見田宗介 現代社会の理論 岩波新書 社会 ○
48 東野真 緒方貞子―難民支援の現場から 集英社新書 社会 Ｕ ○
49 小澤徳太郎 スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」 朝日選書 社会 ○
50 金子郁容 ボランティア　もうひとつの情報社会 岩波新書 社会 ○

　高校　朝の読書　図書案内
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51 結城康博 介護　現場からの検証 岩波新書 社会 ○
52 光野有次 みんなでつくるバリアフリー 岩波ジュニア新書 社会 ○
53 尾木直樹 子どもの危機をどう見るか 岩波新書 社会 ○
54 石井小夜子 少年犯罪と向きあう 岩波新書 社会 ○
55 野村雅一 身ぶりとしぐさの人類学 中公新書 社会 ○
56 柏木博 「しきり」の文化論 講談社現代新書 社会 ○
57 阿部謹也 「世間」とは何か 講談社現代新書 社会 ○
58 内田樹 街場のメディア論 光文社新書 社会 ○
59 暉峻淑子 豊かさの条件 岩波新書 社会 ○
60 千葉忠夫 格差と貧困のないデンマーク ＰＨＰ新書 社会 ○
61 渋川智明 福祉ＮＰＯ―地域を支える市民起業― 岩波新書 社会 ○
62 若林幹夫 社会学入門一歩前 ＮＴＴ出版 社会 ○
63 湯浅誠 反貧困 岩波新書 社会 ○
64 西成活裕 渋滞学 新潮選書 社会 ○
65 外岡秀俊 ３・11　複合被災 岩波新書 社会 ○
66 木村麻紀 ロハス・ワールドリポート ソトコト新書 社会 ○
67 武長脩行 「友だちいない」は“恥ずかしい”のか 平凡社新書 社会 ○
68 吉田友和 ３日もあれば海外旅行 光文社新書 社会 ○
69 浜田久美子 森の力 岩波新書 社会 ○
70 濱口桂一郎 若者と労働　「入社」の仕組みから解きほぐす 中公新書ラクレ 社会 ○
71 藤本耕平 つくし世代 光文社新書 社会 ○
72 西田宗千佳 ネットフリックスの時代 講談社現代新書 社会 ○
73 畑村洋太郎 技術大国幻想の終わり 講談社現代新書 社会 ○
74 松森果林 音のない世界と音のある世界をつなぐ――ユニバーサルデザインで世界をかえたい！ 岩波ジュニア新書 社会 ○
75 末吉里花 はじめてのエシカル　人、自然、未来にやさしい暮らしかた 山川出版社 社会 ○
76 駒村康平 日本の年金 岩波新書 社会 ○
77 玄田有史 希望のつくり方 岩波新書 社会 ○
78 太田肇 ムダな仕事が多い職場 ちくま新書 社会 Ｎ 配架予定有

79 大月敏雄 町を住みこなす――超高齢社会の居場所づくり 岩波新書 社会 Ｎ ○
80 渡辺洋三 法とは何か 新版 岩波新書 法・政治・経済・経営 ○
81 小田中聡樹 冤罪はこうして作られる 講談社現代新書 法・政治・経済・経営 ○
82 丸田隆 裁判員制度 平凡社新書 法・政治・経済・経営 ○
83 藤原正範 少年事件に取り組む―家裁調査官の現場から― 岩波新書 法・政治・経済・経営 ○
84 二宮周平 家族と法―個人化と多様化の中で 岩波新書 法・政治・経済・経営 Ｕ ○
85 姜尚中／テッサ・モーリス‐スズキ デモクラシーの冒険 集英社新書 法・政治・経済・経営 ○
86 新藤宗幸 新版　行政ってなんだろう 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 Ｕ ○
87 原康 新版　国際機関ってどんなところ 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 ○
88 村上直久 ＷＴＯ 平凡社新書 法・政治・経済・経営 ○
89 アマルティア・セン 人間の安全保障 集英社新書 法・政治・経済・経営 Ｕ ○
90 岩井克人 ヴェニスの商人の資本論 ちくま学芸文庫 法・政治・経済・経営 ○
91 岩田規久男 景気ってなんだろう ちくまプリマー新書 法・政治・経済・経営 ○
92 神野直彦 地域再生の経済学　豊かさを問い直す 中公新書 法・政治・経済・経営 ○
93 奥村宏 会社とは何か 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 Ｕ ○
94 浜辺陽一郎 コンプライアンスの考え方　信頼される企業経営のために 中公新書 法・政治・経済・経営 ○
95 加藤健二 伝説のホテルマン「おもてなし」の極意 アスキー新書 法・政治・経済・経営 ○
96 山田真哉 さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 光文社新書 法・政治・経済・経営 Ｕ ○
97 大村敦志 ルールはなぜあるのだろう―スポーツから法を考える 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 ○
98 真壁昭夫 若者、バカ者、よそ者　イノベーションは彼らから始まる！ ＰＨＰ新書 法・政治・経済・経営 ○
99 理央周 ひつまぶしとスマホは、同じ原理でできている 日経プレミアシリーズ 法・政治・経済・経営 ○
100 白藤香 さあ、海外で働こう！ 総合法令出版 法・政治・経済・経営 ○
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101 田中素香 ユーロ 岩波新書 法・政治・経済・経営 ○
102 福井健策 18歳の著作権入門 ちくまプリマー新書 法・政治・経済・経営 ○
103 岩瀬昇 石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか？　エネルギー情報学入門 文春新書 法・政治・経済・経営 ○
104 宇沢弘文 社会的共通資本 岩波新書 法・政治・経済・経営 ○
105 牧野知弘 インバウンドの衝撃――外国人観光客が支える日本経済 祥伝社新書 法・政治・経済・経営 ○
106 ティナ・シーリグ スタンフォード大学　夢をかなえる集中講義 ＣＣＣメディアハウス 法・政治・経済・経営 ○
107 蓼沼宏一 幸せのための経済学――効率と衡平の考え方 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 ○
108 中央大学法学部（編） 高校生からの法学入門 中央大学出版部 法・政治・経済・経営 ○
109 稲穂健市 楽しく学べる「知財」入門 講談社現代新書 法・政治・経済・経営 ○
110 村上直久 ＥＵはどうなるか 平凡社新書 法・政治・経済・経営 ○
111 藤井正隆（著）／坂本光司（監修） 「いい会社」のつくり方　人と社会を大切にする経営　10の方法 ＷＡＶＥ出版 法・政治・経済・経営 ○
112 柏木吉基 「それ、根拠あるの？」と言わせないデータ・統計分析ができる本 日本実業出版社 法・政治・経済・経営 Ｎ 配架予定有

113 打越さく良・佐藤倫子（編） 司法の現場で働きたい！――弁護士・裁判官・検察官 岩波ジュニア新書 法・政治・経済・経営 Ｎ 配架予定有

114 長谷川真理子 科学の目　科学のこころ 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
115 毛利衛 宇宙からの贈りもの 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
116 本川達雄 ゾウの時間ネズミの時間 中公新書 理・工・情報・農・水産 ○
117 吉村仁 17年と13年だけ大発生？　素数ゼミの秘密に迫る！ サイエンス・アイ新書 理・工・情報・農・水産 ○
118 鈴木直樹 マンモスを科学する 角川学芸出版 理・工・情報・農・水産 ○
119 茂木健一郎 意識とはなにか―〈私〉を生成する脳 ちくま新書 理・工・情報・農・水産 ○
120 伊福部達 福祉工学の挑戦 中公新書 理・工・情報・農・水産 ○
121 藤森照信 人類と建築の歴史 ちくまプリマー新書 理・工・情報・農・水産 ○
122 植松努 ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 理・工・情報・農・水産 ○
123 武村雅之 地震と防災 中公新書 理・工・情報・農・水産 ○
124 木谷収 バイオマスは地球環境を救えるか 岩波ジュニア新書 理・工・情報・農・水産 Ｕ ○
125 北海道大学CoSTEP 鈴木章　ノーベル化学賞への道 北海道大学出版会 理・工・情報・農・水産 ○
126 井田徹治 生物多様性とは何か 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
127 森山徹 ダンゴムシに心はあるのか PHPｻｲｴﾝｽ･ﾜｰﾙﾄﾞ新書 理・工・情報・農・水産 ○
128 日高敏隆 春の数えかた 新潮文庫 理・工・情報・農・水産 ○
129 高木仁三郎 市民科学者として生きる 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
130 池内了 擬似科学入門 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
131 竹内薫 ブレイクスルーの科学者たち ＰＨＰ新書 理・工・情報・農・水産 Ｕ ○
132 杉晴夫 天才たちの科学史 平凡社新書 理・工・情報・農・水産 ○
133 Ｒ．Ｐ．ファインマン ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉 岩波現代文庫 理・工・情報・農・水産 ○
134 広瀬茂男 ロボット創造学入門 岩波ジュニア新書 理・工・情報・農・水産 Ｕ ○
135 長谷川英祐 働かないアリに意義がある メディアファクトリー新書 理・工・情報・農・水産 ○
136 中垣俊之 粘菌　その驚くべき知性 PHPｻｲｴﾝｽ･ﾜｰﾙﾄﾞ新書 理・工・情報・農・水産 ○
137 尾池和夫 四季の地球科学――日本列島の時空を歩く 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
138 ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班＋坂元志歩 ドキュメント　深海の超巨大イカを追え！ 光文社新書 理・工・情報・農・水産 ○
139 山名一郎＋家電テクノロジー研究会 家電の科学　ここまで進化した驚異の技術 PHPｻｲｴﾝｽ･ﾜｰﾙﾄﾞ新書 理・工・情報・農・水産 ○
140 本田幸夫 ロボット革命 祥伝社新書 理・工・情報・農・水産 ○
141 中村修二 大好きなことを「仕事」にしよう ワニブックス 理・工・情報・農・水産 ○
142 佐藤克文・森阪匡通 サボり上手な動物たち 岩波科学ライブラリー 理・工・情報・農・水産 ○
143 座馬耕一郎 チンパンジーは365日ベッドを作る　眠りの人類進化論 ポプラ新書 理・工・情報・農・水産 ○
144 エドワード・Ｏ・ウィルソン 若き科学者への手紙 創元社 理・工・情報・農・水産 ○
145 川手新一／平田大二 自然災害からいのちを守る科学 岩波ジュニア新書 理・工・情報・農・水産 ○
146 成毛眞 ＡＩ時代の人生戦略 ＳＢ新書 理・工・情報・農・水産 ○
147 森博嗣 科学的とはどういう意味か 幻冬舎新書 理・工・情報・農・水産 ○
148 稲垣栄洋 植物はなぜ動かないのか ちくまプリマー新書 理・工・情報・農・水産 ○
149 横川淳 ぼくらは「物理」のおかげで生きている 実務教育出版 理・工・情報・農・水産 ○
150 工藤律子 生物とコラボする――バイオプラスチックの未来 岩波ジュニア新書 理・工・情報・農・水産 ○
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151 大林千茱萸 未来へつなぐ食のバトン　映画『100年ごはん』が伝える農業のいま ちくまプリマー新書 理・工・情報・農・水産 ○
152 片岡龍峰 オーロラ！ 岩波科学ライブラリー 理・工・情報・農・水産 ○
153 内藤靖彦／佐藤克文／高橋晃周／渡辺佑基 バイオロギング　「ペンギン」目線の動物行動学 成山堂書店 理・工・情報・農・水産 ○
154 水島昇 細胞が自分を食べるオートファジーの謎 PHPｻｲｴﾝｽ･ﾜｰﾙﾄﾞ新書 理・工・情報・農・水産 ○
155 杉原厚吉 スウガクって、なんの役に立ちますか？ 誠文堂新光社 理・工・情報・農・水産 ○
156 西岡秀三 低炭素社会のデザイン 岩波新書 理・工・情報・農・水産 ○
157 河野博子 里地里山エネルギー　自立分散への挑戦 中公新書ラクレ 理・工・情報・農・水産 ○
158 福岡伸一 芸術と科学のあいだ 木楽舎 理・工・情報・農・水産 ＳＮ ○
159 ジョン・パウエル 響きの科学　名曲の秘密から絶対音感まで ﾊﾔｶﾜ･ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ文庫 理・工・情報・農・水産 ＳＮ ○
160 園池公毅 植物の形には意味がある ベレ出版 理・工・情報・農・水産 ＳＮ ○
161 三谷雅純 ヒトは人のはじまり　霊長類学の窓から 毎日新聞社 理・工・情報・農・水産 Ｎ 配架予定有

162 明石真 体内時計のふしぎ 光文社新書 理・工・情報・農・水産 Ｎ 配架予定有

163 橋爪伸也 ツーリズムの都市デザイン　非日常と日常の仕掛け 鹿島出版会 理・工・情報・農・水産 Ｎ 配架予定有

164 光嶋裕介 建築という対話　僕はこうして家をつくる ちくまプリマー新書 理・工・情報・農・水産 Ｎ 配架予定有

165 山本一成 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか？ ダイヤモンド社 理・工・情報・農・水産 Ｎ ○
166 竹山美宏 定理のつくりかた 森北出版 理・工・情報・農・水産 Ｎ 配架予定有

167 高久史麿 医の現在 岩波新書 医・歯・薬・獣医 ○
168 星野一正 医療の倫理 岩波新書 医・歯・薬・獣医 ○
169 岡本祐三 高齢者医療と福祉 岩波新書 医・歯・薬・獣医 ○
170 福本博文 リビングウィルと尊厳死 集英社新書 医・歯・薬・獣医 ○
171 加藤尚武 脳死・クローン・遺伝子治療―バイオエシックスの練習問題 ＰＨＰ新書 医・歯・薬・獣医 ○
172 伏木亨 人間は脳で食べている ちくま新書 医・歯・薬・獣医 ○
173 加地正郎 インフルエンザの世紀 平凡社新書 医・歯・薬・獣医 ○
174 小柳仁 心臓にいい話 新潮新書 医・歯・薬・獣医 ○
175 江藤一洋 歯の健康学 岩波新書 医・歯・薬・獣医 ○
176 島谷浩幸 歯磨き健康法 アスキー新書 医・歯・薬・獣医 ○
177 兵藤哲夫／柿川鮎子 動物病院119番 文春新書 医・歯・薬・獣医 ○
178 坂東元 動物と向きあって生きる 角川ソフィア文庫 医・歯・薬・獣医 ○
179 生長豊健 奇跡を起こすセラピードッグ　名医ジャスティン 講談社 医・歯・薬・獣医 ○
180 宮下充正 競技志向と健康志向のスポーツ科学 杏林書院 医・歯・薬・獣医 ○
181 細谷亮太 いつもいいことさがし　小児科医がみた子どもたち 中公文庫 医・歯・薬・獣医 ○
182 市来英雄 フレッチャーさんの噛む健康法 医歯薬出版株式会社 医・歯・薬・獣医 ○
183 杉晴夫 ストレスとはなんだろう 講談社ブルーバックス 医・歯・薬・獣医 ○
184 林成之 〈勝負脳〉の鍛え方 講談社現代新書 医・歯・薬・獣医 ○
185 山中伸弥・緑慎也 山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 講談社 医・歯・薬・獣医 ○
186 森千里 未来世代のために 環境新聞社 医・歯・薬・獣医 ○
187 徳永進 野の花診療所の一日 共同通信社 医・歯・薬・獣医 ○
188 小西康弘 自己治癒力を高める医療　病気になるプロセスに寄り添う 創元社 医・歯・薬・獣医 ○
189 菅村洋治 定年外科医、海外医療ボランティアへ行く 遠見書房 医・歯・薬・獣医 ○
190 石井正 東日本大震災　石巻災害医療の全記録 講談社ブルーバックス 医・歯・薬・獣医 ○
191 當瀬規嗣 思わず誰かに話したくなる　人体のはなし 秀和システム 医・歯・薬・獣医 ○
192 鈴木堅之 風きって進め　魔法の足こぎ車いす 日本評論社 医・歯・薬・獣医 ○
193 山中克郎 医療探偵「総合診療医」　原因不明の症状を読み解く 光文社新書 医・歯・薬・獣医 ○
194 井村裕夫 健康長寿のための医学 岩波新書 医・歯・薬・獣医 ○
195 天野篤 あきらめない心――心臓外科医は命をつなぐ 新潮文庫 医・歯・薬・獣医 ○
196 細田孝充 動物たちの命の灯を守れ！　夜間動物病院奮闘ドキュメント 緑書房 医・歯・薬・獣医 ○
197 齊藤慶輔 野生の猛禽を診る　獣医師・齊藤慶輔の365日 北海道新聞社 医・歯・薬・獣医 ○
198 市原真 症状を知り、病気を探る　病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る 照林社 医・歯・薬・獣医 Ｎ 配架予定有

199 髙尾洋之 鉄腕アトムのような医師　ＡＩとスマホが変える日本の医療 日経ＢＰ社 医・歯・薬・獣医 Ｎ 配架予定有

200 孫大輔 対話する医療――人間全体を診て癒すために さくら舎 医・歯・薬・獣医 Ｎ 配架予定有

備考　Ｕ⇒「2017年度　附属高校生へ　立命館大学・立命館アジア太平洋大学の先生が薦める夏休みの１冊」として紹介された本。
　　　Ｓ⇒ＳＳＨ指定校を対象として理化学研究所から寄贈していただいた「科学道100冊」の中の本。
　　　Ｎ⇒2017年度までの「高校　朝の読書　図書案内」には掲載されていないもので、新たに追加した本。

この他にもメディアセンターにはたくさんの図書がありますので、利用して下さい。


